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令和２年度第３回奥州市子ども・子育て会議 会議録（要旨） 

 
開催日時   令和３年３月８日（月） 午後２時～午後２時 50分 

場  所   江刺総合支所 大会議室 

  出 席 者   委 員  13名（欠席５名） 

         事務局  ７名（欠席１名） 

          

  市民憲章唱和 

 

１ 開会 

 

２ 挨拶 

 

３ 報告 

 

佐藤部長）それでは 3 番の報告に入ります。事務局から説明いたします。 

 

千葉課長）保育こども園課長の千葉です。私からは口頭報告になりますが、１点報告いたします。

先に行われました。本審議会でご承認いただいておりました、江刺地域に新たに整備する保育

園について、でございます。岩手県で 2 月に審議会が開催されまして申請どおり 4 月に認可に

なる見込みという連絡が入りましたのでご報告いたします。なお、保育所につきましては、4

月 1 日開園予定ということで準備をすすめているという部分で確認をしておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

 

佐藤部長）ただいまの報告について、皆さんからご質問等ございますか。よろしいでしょうか。 

それでは、4 番の議事に入ります。ここからの進行は会長に進めていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

 

４ 議 事 

 

千田会長）それでは、最初の議題に入ります。 

 

(1) 令和３年度特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の量（施設の定数）に対する意見を

求めることについて、ですが事務局から説明をしてもらいます。 

 

 〔事務局 説明〕 

資料に沿って説明。 

 

千田会長）はい、阿部補佐から説明がありました。只今の説明について皆様からのご質問、ご意

見を伺いたいと思います。 

はい、A 委員さん。 
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A 委員）素人質問ですが、法定待機と限定待機とは何でしょうか？ 

 

千葉課長）いわゆる新聞ですとかニュースで、待機児童、待機児童というふうに言われています

が、あそこで言っている数字、人数については、いわゆる法定待機、国がこういう状況の人を

待機児童とみなすよという人数が法定待機ということで全国統一されております。その要件に

つきましては、保育所に入るための入所要件というのがあるのですね。簡単に言うとお勤めし

ていて自分で子どもを見られない状況だよ、保育が必要だよという条件の人が保育所等に入所

できる。そして緊急性がある方、例えば妊娠して出産時期とか病気で子どもが見られないとか

そういう状況に応じて点数をつけまして緊急度の高い人から順番に入っていくと、それが定数

が十分あれば全員入れるのですが、奥州市はまだまだ十分な定数確保になっていないので、緊

急性のある方を順番に入れていくと、さっき言いました 2 月時点で本来は入りたいけど入れな

い人が 38 人いると、基準でもって待機になっている人が法定待機の人数。その他に法定外と

いうとどういう人がいるかというと、奥州市では、国で言うところの待機の標準通園圏内って

あるのですけど、施設があるから 1 時間のどこに行ってくれって言われても大変ですよね。国

の方では、公共交通機関が整備されているところは、概ね通園範囲が 30 分ぐらいというふう

に見ておりますが、奥州市については、公共交通が電車とかバスそんなに、利便性高くないの

で、ほとんどの人が自家用車でありますので、自家用車 20 分程度で使えるところを標準施設

っていうふうに定めています。そういうところに通える方、例えば自分の 20 分圏内に通える

施設が３つあるけども、自分はどうしても特定のところへ入れたい、そこが空くまで待ってい

ますよということで、限定待機、あとは私的理由っていう使い方もしますが、個人的な理由で

待機している人。あとは、兄弟が 2 人とも同じ施設に入りたいので、兄弟一緒に入れたいので

空くまで待っています。こっちには今すぐ入れるけど、兄弟でこっちに入れたいので、そちら

空くまで待っています。個人的な私的な理由だけども待っていますと、そういう方も一定程度

おりますから、そういう方が先ほど言った限定待機ということになっていますから、限定待機

を入れますと奥州市では 100 人位いますから、4 月 1 日で待機児童ゼロといっても限定待機ま

だまだいるでしょうと言われるのはそういうことです。奥州市としては先般の議会でも答弁い

たしましたが、法定待機の解消はもちろんですけども、限定待機の皆さんも安心して入れるよ

うな定数確保を今後とも整備していきたいということで、4 月の待機ゼロ見込みですが、それ

で終わりではないということで、さまざまな条件で入れない人もできるだけ救えるように整備

をしていきたいと、今進めているとことでございます。よろしかったでしょうか。 

 

A 委員）はい、ありがとうございます。お勉強になりました。 

 

千田会長）はい。今説明あったように、保育園の園長さんたちもいるからから、この人たちはよ

くわかるけども、実際問題この４月にね、特に公務員、学校の先生とかが転勤でポンと来るで

しょう、そうすると、あらってなるわけですよ。それから子どもが一人入っていたけどもう一

人できたと、入れるところは大分離れているよと、一緒にいれたいから、送り迎えにはその方
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がいいですからね。そのために、ちょっと待ちますとかね、そういう方がたくさんいるのです

よ。 

他に何かご意見いいですか。ではないようですので次に進みます。 

 

(2) 家庭的保育事業等の認可について、事務局から説明をしてもらいます。 

 

 〔事務局 説明〕 

資料に沿って説明。 

 

千田会長）ただいまの説明について、皆様からご質問・意見等ございませんか。 

日本の国の保育所の面積は、子ども一人当たりの面積は世界で一番狭いですからね。日本は

１人当たり 3.3 平米。2 歳以上なると、1.98 平米ですよ。ところがスウェーデンは、7.5 です

から、日本は 1.98 の時、スウェーデンはやっぱり 7.5 なのですよ。日本の次に狭いところはど

こだろうと、来る途中、調べてきましたら、イングランドです。イングランドが 3.8 ですよ。

注目すべきは、世界は 0 から 5 歳まで全部同じ面積なのですよ。7.5 からずーっと 7.5 ですよ。

日本は 1.98 とかね、3.3 とか動いているのですよ。これは世界でも珍しい状態。できるだけ広

い中で子どもたちを育てたいなと思っているのは、ここにいる園長さんたちはみんなそう思っ

ていると思います。狭い中にいるってことは、子どもたちは騒音の中で暮らしていますからね。

いずれ今、説明があったような状態の認可の状態です。 

ご意見ございませんか。B 委員、ございませんか。 

 

B 委員）計算したところ 22.8÷5 とすると 4.4、１人当たりが。3.3 とかいうよりは広いけども、

7.5 から比べてすごく狭いなというようなことを感じながら、そこにまた保育士も入ってとな

ると、相当厳しい条件なのかなあと思いながら、見させていただきましたが、でもそれに対し

てだめというのではないので。日本の国のあれよりも広いので、いいのかなというふうなとこ

ろで、感想です。 

 

千田会長）今話したように世界の国の面積と日本の国の面積は違いますが、日本の国の 3、4、5

歳児はカラオケボックスと同じ音量です、すごい音量です。これは子どもたちのストレスもで

すが、保育士さん自体もストレスになっているのです。こういうことをやっぱり考えていかな

いとね。ただ、国の基準ですから、これをできる限り、特に社会福祉法人さんなんかは、頑張

ってあと5センチ延ばすとかね。何か努力してくれればありがないなと思ってしゃべりました。 

他にご質問、ご意見ございませんか。 

それでは先ほど言いましたようにこの審議会の意見を聞いていきますので、申し訳ないです

が、決を採ります。賛成の方は挙手願います。 

はい。奥州市子ども・子育て会議条例第６条第３項の規定により、全員の賛成により本案に

ついては、先ほど出した意見を付して了承することで決しました 

ありがとうございました。 
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５ その他 

 

佐藤部長）会長、ありがとうございました。 

それでは５番のその他に入りますが、皆さんの方から何かありませんか。 

 

C 委員）その他というか要望ですけれども。いつもこの会議で需給の話しだけになってしまって、

認可とかの審議がこの会議で必要だということになっているのですけど、需給も大事ですけれ

ども、子どもたちの環境を、今、奥州市の中で何が足りなくて、どういうものが必要でという

ような話なんかも、産む前の段階からとその小学校中学校、高校ぐらいまで協議できる場がこ

の場、国の制度上はなっているところだと思うので、市民からもアンケートいろいろ取ったり

しているところもあると思いますので、ぜひ、いろんな方せっかく来ていただいているので、

奥州市の中で子育てするのにこういうのが足りてないよとかこういうところはいいよとか、あ

と他の市町村で出生率とかがいいところはこういう政策しているから、こういうのを取り入れ

られないかとかそういう話も、ぜひ、していけるような場になればと思いますし、あと委員の

方から、こういう話し合いがしたいとかいうのがあった場合っていうのはこう、会議を開いて

もらえるのか、どこで吸い上げてもらえるのかについても検討していただければなによりかな

と。需給の話だけだと本当に保育園幼稚園の関係者はよくわかるのですが、そこだけっていう

形になってしまうとせっかく時間とって皆さん集まっていただいているところなので、奥州市

はもとより、子育て環境よくしようとなって、他の地域の方からも、奥州市いいところだから

引っ越してこようねってなったり、あと子どもたちも元気に育って、また町に戻ってきて、じ

ゃ、自分が一生懸命育ててもらった町だから盛り上げたいねと思えるような、町にするにはど

うしたらよいかというあたりも協議していける場になればよりいいのかなと思うので要望い

たします。 

 

佐藤部長）ありがとうございます。今の部分については、子ども・子育て会議条例を見ていただ

きたいと思いますが、４ページに（所掌事項）第２条子ども・子育て会議は、法第 77 条第 1

項各号に掲げる事務を処理するものとする。これに基づいて処理していただいております。裏

面を見ていただきたいですが、子ども・子育て支援法第 77 条についてここに列記されており

ます。先ほど言っておりました需給関係だけじゃなくて認定認可だけでなく、市町村子ども・

子育て支援事業計画に関する部分とかですね、あとは、当該市町村における子ども・子育て支

援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査

審議することとありますので、今お話しいただいた部分につきましては、今回、任期満了にな

りまして、次はまた新しいメンバーで来た時にはですね、今、奥州市に置かれている子ども・

子育て支援計画についてもお示ししたいと思いますし、事業とか政策について、そういった部

分についてご説明したいと思いますし、あと皆さんからこういったテーマを話題にして審議し

てはどうかという話はできると思いますので、ご要望についてはその通りだと思いますので、

今後検討して参りたいと思います。その時には、委員さんたちに何かこうテーマないかとかで
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すね。去年１年間はコロナの関係でなかなか集まる機会を減らしたつもりですので、必要最小

限のとこだけをさせていただいておりますので、そういった部分については、今後コロナ収束

というかですね、そういったのを見計らいながら検討して参りたいというふうに思っておりま

す。 

他に皆様のほうから何かありませんでしょうか。 

 

D 委員）関連すると思うのですが、子ども・子育て支援事業計画、市町村はおっしゃったとおり

だと思うのですが、子育て支援法については、国の方は、子どもの定義が 18 歳の 3 月 31 日と

かになっているはずなのですよ。子どもの定義というのはそうなっていますので、もっと広い

範囲のことが本来もう少し守備範囲が広くてもいいのではないかという気はしております。あ

んまり広げても、落ち着きませんけれどもね。そういったのを聞いていてちょっと思いました。 

それからまたちょっと関連してくるのですが、先月 2 月 19 日に文科省の方の新型コロナウ

イスル感染症ガイドラインが訂正されましたよね、それはわかってらっしゃるかと思うのです

が、その中で気になったところは、今まで感染拡大のために基本的には常時マスクを着用する

ことが望ましいと考えられるところいうのがあるのですが、全部消えちゃったのですよ。それ

から、熱中症とか体操の時にリスクを考えて外せという文言が全部なくなりまして、マスクと

いう言葉が消えているのですよね。これについて、私もマスクは実際つらいものがありますし、

低酸素になりますと子どもの成長をかなり阻害しますし、なおかつ病気も多くでてくると証明

されております。実際 20％程度の酸素濃度が 19.5 以下になった場合は、仕事の環境ではない

というふうに法律でもありますので、これはマスクの長時間の着用っていうのは、なるべく早

く特に子どもの場合は少なくなった方がいいと思うのですが、奥州市の状況どうなっているの

かなというふうに、ちょっと気になりまして、これ、質問も含めてですけど、幼稚園と保育園

はあんまりしてないですけど、小学校とか中学校とかはね、しっかりされているようなので、

この辺の文科省のガイドラインに対する対応みたいなのは今後見通しがあるのかないのか、4

月あたりはなくなるのではないかと思うのですが、どうなのかなという部分をお聞きしたいで

す。以上、お分かりになりますか。 

 

千葉課長）私の所管の幼保関係分、小中各学校と微妙に各制度で若干取り扱いが違うので、私の

今認識している範囲でお答えさせていただきたいと思います。現在は、保育所等におきまして

もやはり感染防止のために先生、お子さん方にもしていただくということでお願いしていると

ころでございます。ただこの間、様々諸外国ですとか、わが国の感染に関する様々データ分析

で、低年齢の方の感染リスクはやはり大人より低いだろうということで、それほど過度にやら

なくても大丈夫という論文がでてきたり、あとは先ほど申しましたとおり、今年度の途中でも

お子さんではマスクの方がかえって運動したりしたときに負荷がかかって、かえってそれで健

康を害するということもあるので、適時状況ですとか、部屋の温度、外気の温度を見ながら、

逆に運動機能障害にならないように気をつけてということも通知等で出ているかと思います。

なのでよく行政でいう一律の基準でこうだという部分はできないものだと認識しております

ので、現場で一番お子さんと関わっている先生方が見て、基本的な感染予防はしつつ、やはり
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マスクの方が体に負荷かかるよとか気温が暑くなってこれ苦しいよねっていう部分は、状況を

見ながら、適切に対応することが必要ではないかなというふうに考えているところでございま

す。ただし、私たちこの 1 年間みて本当にびっくりしたのですが、手洗いマスクしてから例年

ですとインフルエンザの報告が毎日のようにくるのが今年はほぼゼロでありました。これだけ

感染予防っていうのは、効果があるっていういい意味での認識もされているという部分で、ち

ょうど 1 年ぐらい前、私、花粉症があるものですから年がら年中マスクしているのですが、そ

の 1 年前は何であんたいつもマスクしてって、逆に変な目で見られました。当時の副市長なん

かに何、年中マスクしてんだ、邪魔じゃねえかって言われたのですが、今はマスクしてない方

が何だという目で見られる。そのぐらい世の中の認識も変わっているということで、感染予防

努めながら、お子さん一人一人の健康状態も見ながら、過度にやらなくてもいいという状況も

見ながら、変えていく必要があるのかなと、私ども厚労省ですとか医療機関から専門的なご助

言があればそれを各施設にもお知らせして適切な対応になるような情報提供もさせていただ

きたいというふうに考えているところでございます。以上でございます。 

 

佐藤部長）はい。子ども・子育て支援という部分で、18 歳までというのはその通りでございま

すので、あの学校教育の方、このメンバーでは事務局は手薄なところはありますけど、学校教

育課長さんにも入っていただいて、そういった部分でも何かテーマを絞ってですね、論議した

いというのであれば論議していきたいと考えております。あとコロナの分は、我々、健康増進

課の方が、奥州市のコロナの本部会議を持っておりますけれども、それぞれのその産業とかで

すね、それらについては国から直接そのガイドラインが示されますのでそれをただ流すだけで、

それに、奥州市独自のものをプラスするということはしておりませんので、いずれは国のガイ

ドラインに従っていただきながら、感染対策を進めていただきたいなと考えております。 

他に何かありますか。 

 

D 委員）ありがとうございました。別に反論するつもりはないですけれども、インフルエンザに

関しては、全国で数万だった数が、100 に至らないような数字になっていますので、これはど

こか変だなというのはあります。この辺だけではなくて全国的に数万とかかっているのが、100

人位しかかかっていないとカウントされているのは、何か別な要因があるのではないのかなと

いう気はしております。 

それからさっき要するに子どもの範疇っていいますか、定義について聞きましたけれども、

今は教育委員会の方はいらっしゃらないわけで、これは文科省からきたガイドラインなので、

たぶんこちらにはきていないかもしれませんけれど、ただマスクの文言が消えたということだ

けお知らせしておきますので、その辺考慮していただけたらと思います。以上です。 

 

佐藤部長）はい、ありがとうございました。他に何かありますでしょうか。 

 

C 委員）すいません終わるところですが、マニュアル的なもので２つだけをお願いしたいですけ

れども、１つが休園等、災害時の休園等のガイドラインを、国の方では市町村につくれという
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話が、今年度から出ていたところだと思うので、作成中だっていうふうにお答えはいただいて

いたのですけれどもできるだけ早めにあると、一律でちゃんと一律でというか、どこの園は休

園していてどこの園は休園してないとか災害時に混乱すると思うので、その休園等については

早めにマニュアルを作成していただいて、保護者の方にもしっかり周知できたらいいと思うの

でお願いしたいのと、コロナ関係のことでも、コロナの発生時、施設や関係者、保護者等での

発生時の対応についても、市町村によってはマニュアルをつくって、どういう状況になったら

どの程度保護者にお知らせするとか、情報についてはどこまではお知らせしないようにすると

か、あと PCR 検査を受けているのであればどれくらい休むとか、家族の中で受けている方が

いたらその間登園をどうするとかいうのが、マニュアル化されているところも随分増えてきて

いるようですので、もし可能であれば、その辺りも各園対応っていうとなかなか難しいところ

もあると思うので、マニュアル的なものを、今は、奥州市内でも出てないですし、岩手県内で

も落ち着いているところではあるのですけど、また異動が増えるようになってくるとどうなる

かわからないところなので、今のうちに検討して作成可能であれば作成していただいて各施設

の方にお知らせしておくと安心なのかなと思いますのでご協力をお願いしたいのと、あと一つ

関連で放課後児童クラブを運営しているのですけど、小学校で感染がでた場合になかなか児童

クラブに情報を出せないという話も聞いているので、ただ、小学校から児童クラブは子どもが

来ますので、そのあたりもどのあたりまで、どういう時にはその登録児の関係でかかったらお

知らせするよとか、できないよだとかきっちり基準で示していただければいいのかなと思いま

すし、情報共有はできた方が安心かなと思いますのでご検討いただければと思います。以上で

す。すいません。 

 

千葉課長）それでは私の方から幼保施設のマニュアル関係。まず前段はおそらく暴風災害の関係

だと思うのですが、一昨年、全国的に暴風災害により保育施設等が避難であったり、大洪水に

あって長期開園できなかったりということで国の方もそれまでは一律の基準というものは、児

童福祉法の関係は学校教育のようにないよと、全国で任意につくっているところは半分もなか

ったということで全国的に整備していきましょうよというのが、厚労省の審議会でようやくで

たのが今年だったというふうに私も認識してございます。当市におきましても検討を始めてお

りまして、市として統一の何かこういうマニュアルを作るというやり方なのか、各園で災害マ

ニュアルって既につくられていると思います。監査の対象ですので、それには地震ですとか、

火災ですとか、今まで想定したものが盛り込まれていると思いますが、確かに私も公立の部分

を見た時に、災害洪水というのが落ちているなという部分を確認しておりますので、そこの部

分をどういう基準で、各園のマニュアルに盛り込んでいただくのかなという部分で今検討して

ございます。ちょっと実は悩ましいのが、児童福祉法の施設保育所等は、今回のコロナもです

が、極力閉めるではなくて、極力受け入れ、開けるのだよっていうのが、児童福祉法の精神で

ございます。要するに親に代わって養護養育する施設であると。ですから閉めるのは極力最後

の判断。できるだけ受け入れるのが前提だと。ただその時にどれくらいの危険度があったら休

ませる、事前に休園するか、非常にここが難しいところですので、その辺を今、他市町村の情

報も得ながら練りながら、市の方で一定の考え方を各施設にお送りして、各施設の防災対応マ
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ニュアルに、盛り込んでいただければいいかなということで、検討はしてございますので、他

市町村の状況も確認しながら、ちなみに県からいつまで必ずつくれまで具体的な指示来ていま

せんので、ただ災害はいつ起こるかわからないので、早め早めということで対応させていただ

きたいと思っております。 

2 点目、コロナの関係ですが、ちょうど 1 年ぐらい前出たときにどうやって対応したらいい

のだということでみんな手探りの状態でございましたが、そして休校っていうのは当初は前提

でやっていましたが、今はもう休校とか休園じゃなくて、基本コロナでも開園して受け入れる

という方向に国自体も来ております。その時に一番気になるのが、いつどこで誰が発生して誰

が濃厚接触者になって。これ今、基本的に保健所さんの指示に従って、我々も動いております。

さらには、プライバシー保護の関係で、その方の会社とかお名前は、よっぽどの事なければ我々

にも来ませんので、基本的には保健所さんの指示に従って、マニュアルというよりも、個別個

別の施設でこのように対応してくださいと、今、情報共有して確認してやるというのが現状、

現実そうなっていますので、その辺の流れの仕方を共通でお知らせすると、正直いきましてク

ラスターになるか、たった 1 人だけ出たのか、濃厚接触者だけのレベルかによって対応が違っ

てきますので、今までの例ですとこういうパターンはこういう対応で保健所の指示のもと対策

をとっていますっていうような、これまでの経験情報をまとめたものの情報提供をまずする必

要があるかなと考えておりますので、その辺を進めさせていただきたいと思っております。 

 

昆野課長）それでは、こども家庭課の昆野です。私の方から放課後児童クラブの件についてお話

をさせていただきます。こちらの方でも教育委員会との連携は密にして小学生等に出た場合に

は出せる情報については受けておりますし、やはり児童クラブの場合、登録している児童さん

が何かしらになった場合には、その際には、保護者の方から PCR 検査を受けましたとか、濃

厚接触者になりましたとかの連絡があるかと思いますので、そういう情報は保護者の方から受

け入れるような体制をとっていただきながら、あとこちらからも出せる情報についてはお知ら

せしていきたいと思っております。 

 

佐藤部長）それでは、他にはよろしいでしょうか。 

  先ほど、会長挨拶でもありましたが、今日ご参集いただいております委員の皆様の任期は、

今月末をもって２年の任期又は前任委員の残任期間の任期が満了します。ご協力大変ありがと

うございました。次の委員の委嘱について、団体推薦等をお願いすることになると思いますの

で、ご協力をお願いいたします。 

すみません、連絡が１つあります。 

 

千葉課長）この機会に情報提供したいことが１件あります。先般の市議会の一般質問と予算審議

の内容が新聞に載っておりましたので、ご覧になった方もいるかと思いますけども、奥州市で

ずっと懸案でありました待機児童の解消、これにつきましては 2 月末でのまず 1 回目の入所決

定通知の段階では、4 月の法定待機についてはゼロ、解消できる状況かなということで、まず

そういう見通しが立ったということで、ご報告をさせていただいております。ただし、先ほど
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会長さんが申しましたとおり、3 月、民間とか公務員の人事異動で、3 月に入ってからまた 4

月 1 日の入所申し込みが今、きている状況でございます。ですからそれらの新しい申し込み、

あとは先ほどから言っております私的理由の限定の待機も含めて、何とか 4 月は全部含めてゼ

ロになるようにしたいなということで職員調整ですとか、民間施設さん等の受入れ調整ですと

か、さらに職員を追加募集して対応ということも取り組んでございます。いずれまずは、４月

の待機児童解消、そしてさらに施設整備を進めて年間での待機児童がでないようにと取り組み

を今後もしていきますよということでも情報提供になります。いずれ公立の施設だけではとっ

ても今の保育需要は対応できませんので、民間の各事業所さんの協力をいただきながらですね、

市としても進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

６ 閉会 

 

佐藤部長）それでは 6 番の閉会に移ります。 

委員の皆様、慎重にご審議いただきましてありがとうございます。今後も何かございました

ら、事務局へご連絡をいただければと思います。 

今年1年間は、特にコロナということで必要最小限の審議とさせていただいたことですので、

どうぞご了解の方よろしくお願いしたいと思います。 

それでは、これをもちまして本日の会議を終了いたします。ありがとうございました。 

 

 

 （終了 14：50） 

 

 


